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JLC-‐I	
•  1992年の初めごろ、東大の故折戸周治先生から東北大の村

山斉、山口昌弘、岡田安弘に連絡あり。	  
•  “TeV	  LC	  の前段階として、Higgs,	  Top,	  SUSY	  に焦点を当てた
300－500ＧｅＶのLC	  (JLC-‐I)	  を構想している。協力してほしい。”	  

MSSM	  Lightest	  neutral	  Higgs	  boson	  
Upper	  bound	

JLC-‐I	  より	 Y.Okada,	  M.Yamauguchi,	  T.Yanagida	  (1991)	2	



KEK	  Report	  	  92-‐16	  
December	  1992	
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1990	 2000	 2010	

LEP	 LHC	

TEVATRON	

Top	  quark	  	  
の発見 (1995)	

Higgs	  boson	  
の発見(2012)	

標準模型Higgs	  boson	  の間接的制限	

JLC-‐I	  (1992)	 GLC	  report(2003)	  
	TESLA	  TDR(2001)	 ILC	  RDR(2007)	 ILC	  TDR(2013)	
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NLC	  ZDR(1996)	

TESLA	  TDR	



ヒッグス粒子の発見	
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２０１２年７月４日	  
CERNから新粒子発見の報告	  
素粒子物理の画期的発見	  
	  
２０年に及ぶ準備、	  
事実上の世界プロジェクトの成果	  

１２５GeV	  付近に新粒子	

ヒッグスから何を学ぶか	



Higgs	  boson	  が発見されてすぐに確信したと	

Higgs	  場が存在している	

<	  φ >=v	

宇宙全体に広がっている点では重力場に似ている	  

<gµυ>=δµν	

一方　QCD	  でもクォーク凝縮は宇宙に広がっている	

<ψψ>	  =c	-‐	

Higgs	  場がどちらに似ているのかは、 まだわからない	
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TeV	  以下の物理	 TeV	  以上の物理	

ヒッグス粒子
あり	

ヒッグス粒子
なし	

	  One	  Higgs	  doublet	  model	  	

超対称性	

Li]le	  Higgs	  Models	

高次元模型	

大統一理論	

複合ヒッグス模型	

新たな強い力	

重力との統一	

重力との統一	

Planck	  scaleの物理	  

など、など	

7	

ヒッグス粒子と Beyond	  the	  SM	



どのシナリオが正しいかによって、基本的な問題の解答が異なる。	

電弱対称性の破れの起源	  
ニュートリノ質量生成	  
暗黒物質	  
宇宙のバリオン数生成	  
インフレーション	  
力の統一	  
Strong	  CP	  問題	  
なぜ、3世代なのか	  
どのようにクォークやレプトンの質量や混合が決まっているのか	  

＝＞理解したいのは、TeVより上の物理がどのなっているか。	  
そこで、基本的な問題はどれは答えが見つかるか。	
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•  素粒子標準模型が不十分な理論と考える原理的な動機	

　標準模型には重力が含まれていない。	

　　　重力とゲージ相互作用は統一されるか。	

　　　Planck	  スケールと電弱スケールの関係は？	

理論的には　二つのスケールが非常に離れていることが大きな問題。	
標準模型を超える物理を考える最も大きな動機。	
(階層性の問題）	

ヒッグス場が電磁場と同じような基本的な場だと思うと二つのスケールが同じ	
程度なのが自然。	

TeV	  とPlanck	  の関係	
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（１）新しい対称性＝超対称性　ヒッグス粒子は超対称フェルミオンのパートナー　	

（２）　新しい強い力　ヒッグス粒子は複合粒子	

（３）重力理論が変わる。余分な空間次元が存在するために　ＴｅＶ　スケール	
　　　重力とゲージ理論の統一がおこる。	

(５)　量子重力が膨大な数の真空を許すことの帰結。	

(４)　量子重力の隠れた対称性。	

いろいろな解決法	

（６）　その他の可能性。	

（1）、（2）、（3）の場合　ＴｅＶ付近でヒッグスセクターは大きく変わる	 10	



超対称性の場合	

• Boson	  とfermion	  の対称性	  
• ヒッグスセクターは特別な２ＨＤＭ　（ＭＳＳＭ）	  
• プランクスケールまでつながる理論	  
　（力の大統一、シーソーニュートリノ、leptogenesis）	  
•  LSP	  は暗黒物質の候補	  
• 真空のエネルギーは負にならない。	  
	  	  	  Flat	  potenbal	  の可能性　(inflabon)	  
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特徴的なヒッグスセクター	  

125GeV	  Higgs	  boson	  を実現するには	  
ストップが重いか、大きな混合	

J.Kamoshita,	  Y.Okada,	  M.Tanaka	  (1995)	  	

重いヒッグス粒子がＴｅＶ以下の時は	  
Down-‐type	  and	  lepton	  Yukawa	  	  coupling	  	  
だけが大きくずれる 	

重いヒッグス粒子の質量	
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軽いCP-‐even	  Higgs	  boson	  mass	  	

T.Hahn,	  et	  al,	  arXiv:	  1312.4937	



Figure 24: Relic density for point LCC2. There are two overlapping very high peaks at
Ωχh2 < 0.01, with maxima at dP/dx = 122 and 165, due to the wino and Higgsino solutions
to the LHC constraints. See Fig. 8 for description of histograms.

gaugino-Higgsino mixing angles in a way similar to the relic density.

The microscopic determination of the annihilation cross section allows us to in-
terpret observations of gamma rays from dark matter annihilation and to directly
measure the density distribution ⟨J(Ω)⟩ for a source of dark matter. In Section 4.4,
we described some specific exercises based on the capabilities of GLAST. At LCC2,
the annihilation cross section is about 50 times larger, leading to 172 signal photons
(over 360 background) in the GLAST observation of the galactic center and 168 sig-
nal photons (over 60 background) in the GLAST observation of the reference subhalo
dark matter clump. Folding the photon statistics with the likelihood distributions
from Fig. 27, and including a 5% uncertainty in the background from the galactic
center, we find for LCC2 the predictions shown in Fig. 29 for the reconstructed val-
ues of ⟨J(Ω)⟩. For the large annihilation cross section characteristic of LCC2, we
obtain measurements of ⟨J(Ω)⟩ at the 10% level. Such measurements would be very
powerful constraints on models of dark matter clustering and galaxy formation.

5.4 Direct detection cross section

In a similar way, we can repeat the analysis of Section 4.3 for the direct detection
cross section. The likelihood distribution of the cross section values given by our

60

SUSY	  Dark	  ma]erに関する 宇宙の残存量の検証例	

Baltz, Battaglia, Peskin, Wizansky 
PRD74 (2006) 103521, arXiv:hep-ph/0602187 
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ゲージ結合常数の大統一	 ゲージフェルミオン質量項の大統一	

シューソーニュートリノ相互作用によるsleptonの質量差	

ILC	  RDR	

Baer, List	

ILC	  RDR	



どのシナリオが正しいかによって、基本的な問題の解答が異なる。	

電弱対称性の破れの起源	  
ニュートリノ質量生成	  
暗黒物質	  
宇宙のバリオン数生成	  
インフレーション	  
力の統一	  
Strong	  CP	  問題	  
なぜ、3世代なのか	  
どのようにクォークやレプトンの質量や混合が決まっているのか	  

＝＞理解したいのは、TeVより上の物理がどのなっているか。	  
そこで、基本的な問題はどれは答えが見つかるか。	
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SUSY	  の場合	

超対称性の破れ	

シーソー機構	
ＬＳＰ	

leptogenesis	

Flat	  potenbal	  ?	  
大統一理論	



Higgs	  の精密測定	
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ゲージ相互作用の場合	

精密にはかることにより標準模型	  
からのずれを見つける	

Snowmass	  2013	  report	  	

SUSY	  GUT	

標準模型のパラメータを精密に	  
決めることにより、高いエネルギー	  
の物理のヒントを得る	
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ATLAS/CMS: 
Lumi 3000 fb-1, sqrt(s) = 14 TeV 
 
ILC 250: 
Lumi 417 fb-1, sqrt(s) = 250 GeV 
 
ILC 500: 
Lumi 833 fb-1, sqrt(s) = 500 GeV 
 
ILC 250up: 
Lumi 1920 fb-1, sqrt(s) = 250 GeV 
 
ILC 500up: 
Lumi 2670 fb-1, sqrt(s) = 500 GeV 
 
ILC 1000up: 
Lumi 4170 fb-1, sqrt(s) = 1 TeV 
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ヒッグス粒子の結合常数の決定の精度	



ヒッグス粒子精密測定によるTeV物理の探索	
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SUSY	  	 SUSY	 Extra-‐dim	

Li]le	  Higgs	  with	  T-‐parity	 Stongly-‐int	  light	  Higgs	 Electroweak	  baryogensis	

R.-‐C.Chen	  et	  al	 R.Conbno	  et	  al	 S.Kanemura,	  et	  al	

ACFA	  report	 HEPAP	  report	  	J.Guasch,	  et	  al	
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Planck	  scale	  まで標準模型のみとして高いエネルギーにヒッグス自己相互作用を	  
外挿すると	

これから何を学ぶか	

D.Bu]azzo,	  et	  al	  
arXive:1307.3536	

Top	  mass	  と	  
強い相互作用の	  
精密な決定が重要	



• ヒッグス場の質量項のfine	  tuning	  の問題は何らか
の方法で解決されているはず。	  

• Planck	  scale	  近くで標準模型に接続する理論につ
いてのヒント	  

　(Asymptobc	  safety	  of	  gravity,	  SUSY	  broken	  near	  the	  
Planck	  scale,	  …)	  
• Higgs	  boson	  の精密測定でどこかに少しでもずれ

が見えたら、このシナリオは否定される。	  
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例：Higgs	  Inflabon	 F.	  Berzukov	  and	  	  M.Shaposhinikov	  (2007)	

標準模型ヒッグス場がinflaton	  	  そのもの	

Planck	  scale 近くのHiggs	  場の振舞いがinflaton	  にふさわしいことが必要	



まとめ	

• やっぱり　Higgsを調べることが大切。	  
　現在の理解では、Higgs	  は素粒子物理の骨組みだ
から。	
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